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ラッシュ マザーズデイ コレクション 限定アイテム
2019年3月1日（金）より 販売開始
香り豊かで色鮮やかな花や蝶々があなたを春に誘う
フレッシュハンドメイドコスメ LUSH（ラッシュ）は、2019 年3月1日（金）より、マザーズデイ コレクション限定ア
イテム16種類・Knot Wrap（ノットラップ）5種類を全国の店舗・オンラインショップより数量限定にて発売いたし
ます。美しい花々が咲き誇り、蝶が軽やかに舞う、そんな麗らかな春をイメージしたお花や蝶々などのモチー
フが多数登場。お母さんやお母さんのような存在の大切な人への母の日のプレゼントは勿論、自分にも春を
感じさせてくれるハンドメイドの限定商品を贈り、香り豊かで色鮮やかな春をお楽しみください。

マダム プレジデント

インクレディブル マム

ヤースミン フラワー

（バスボム）

（バスボム）

（バスボム）

マダム大統領！あなたが勝利しました！選
挙戦を終えてホッと一息ついたら、プチグラン
オイルで気持ちを落ち着かせてください。有
能な国務大臣のようにグレープフルーツが晴
れやかな香りで気持ちを高めながら殺菌作
用も発揮して、お肌を柔らかく清潔に保つコ
ンスターチは組織のまとめ役です。「議長」を
意味する『 マダム プレジデント 』は、いつも家
族を見守ってくれるお母さんにぴったり！

誰にとっても、お母さんはスーパーヒー
ロー！早起きしてお弁当を作ってくれたり、
いつどんなときもそばにいてくれたり…。そん
な素晴らしいお母さんをハッピーな気持ちに
してくれるベルガモットとイランイランオイル
のバスタイムをプレゼントしませんか？オレ
ンジフラワーアブソリュートの香りが元気を
チャージして、お母さんのハッピー充電は満
タンになること間違い無し！

優雅なジャスミンと穏やかなカモミールブルー
の贅沢なお風呂に身を任せれば、心と体がど
んどん落ち着いていくのを感じられるでしょう。
バスボムにあしらったジャスミンの花模様が
ゆっくりと発泡しながら広がりバスタブに美し
い光景を作り出します。バスボムに隠されて
いるメッセージカードに、大切なお母さんへメッ
セージを書いてください。

¥850

(税込)/ 200ｇ

¥780(税込)/ 200ｇ

¥960

(税込)/ 200ｇ

マリア フラワー

マザーズハーブ フラワー

アイリス フラワー

（バスボム）

（バスボム）

（バスボム）

お肌を健やかにするマリーゴールドに爽やか
に香るブチュ、グレープフルーツをブレンドし
たビビッドカラーのバスボム。フルーティーな
香りで包まれるバスタイムは自分の気持ちを
素直に表現できるようにしてくれます。マリー
ゴールドの花びらは素敵なバスアートを描き
ながら溶けていきます。バスボムに隠されて
いるメッセージカードに、大切な人への秘密
のメッセージを書いてください。

花束の香りを愛する大切なお母さんに、この
バスボムを贈りませんか？カモミール、オレ
ンジフラワー、イランイランの甘い香りがバス
ルームいっぱいに広がります。カモミールの
花模様がゆっくりと美しい光景を描きながら
溶けていきます。バスボムに隠されている
メッセージカードに、大切な人への秘密のメッ
セージを書いてください。

ペルシアンライムとイリスルートの爽やかなコ
ンビネーションがお肌を健やかにします。乾
燥させたアイリスの根茎から得たイリスルー
トとネロリをブレンドしたパウダリーな香りに
包まれながらアイリスの花模様がゆっくりと
発泡しながら美しく広がります。バスボムに
隠されているメッセージカードに、大切な人へ
の秘密のメッセージを書いてください。

¥960

(税込)/200ｇ

¥960

(税込)/200ｇ

¥960

(税込)/200ｇ

シトラス バタフライ

ロージー バタフライ

ワイルド バタフライ

（バスボム）

（バスボム）

（バスボム）

美しい花々を愛する蝶の形をしたかわいらし
いバスボム。バスタブに放つと鮮やかなピン
クとブルーがキラキラと溶けだします。シチリ
アンレモンとターキッシュローズが出会い、ま
るで香水のような上品なムスキーフローラル
ノートの香りを漂わせます。お風呂から出た
後も優雅な香りがお肌に残ってあなたをいつ
までも包み込んでくれるでしょう。

きらめくオレンジと黄色の色調がバスタブに
美しいバスアートを描けば、スイートでフルー
ティーなワイルドオレンジオイルとオリーブ
リーフの草原の香りがバスルームに広がりま
す。プチグレインオイルのウッディなアロマが
温かみを添えれば、うららかな初夏の陽気を
バスルームに呼び込みます。

身も心もすっきり爽快にしてくれるシトラスオイ
ルを配合した、かわいらしい蝶の形のバスボ
ム。シャープな爽やかさを持つシチリアンレモ
ンとスイートオレンジをブレンドした香りが気分
を明るく導いてくれます。きらめくグリーンのお
風呂でテンションが舞い上がるバスタイムを過
ごせば憂鬱な毎日もきれいさっぱり過去のも
のにしてくれるはず。

¥850

(税込)/95ｇ

¥850

(税込)/95ｇ

¥850

(税込)/ 95ｇ
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フローティング フラワー

モア ティー アンド シンパシー

ガール パワー バブルバッジ

（バスボム）

（バスボム）

（バブルバー）

お肌を柔らかくするミルキーブルーのお湯に
浸かってリラックスしたら、自然と優しい歌を
口ずさんでしまうかも。香り高いブルーのバス
ボムを入れれば、フェアトレードカカオバター
とアーモンドオイルを含んだキクの花びらが浮
かんでお花畑のようにバスタブの水面を美しく
飾ります。

鮮やかなピンクのティーポットの形をしたユ
ニークなバスボム。お湯に溶かすと、泡と共に
アールグレイのティーバッグが中から現れ、ベ
ルガモット、ネロリの豊かな香りが一面に漂い、
青いヤグルマギクのドライペタルが水面に広
がります。お肌を清潔にする緑茶を配合して
います。大切な人へはもちろん自分へのご褒
美に。たまにはお花以外のギフトを贈ってみて
はいかがでしょうか。

忙しいお母さんに必要なのは、心に安らぎを
もたらすバスタイム。このピンバッチスタイル
のバブルバーは、イランイラン、シダーウッド
の香りに満ちた空間と悠々とした贅沢な時間
を届けます。さらにベルガモットがベンゾイン
の心地良い香りを引き立てます。モコモコの
泡と一緒にリラックスしたら、翌日のパワーの
充電は完了です。

¥960

(税込)/170ｇ

¥1,200 (税込)/235ｇ

¥1,100 (税込)/150ｇ

ベリー ヒル シャワーボム

ベリー ミルキー ソープ

みつばちベアー マッサージバー

（シャワーボム）

（ソープ）

（マッサージバー）

フルーティーでお菓子のようなシャワーボムと
一緒に贅沢なシャワータイムを。手のひらの
上で優しく泡立つピンク色のムースで全身を
洗ってください。お肌をすべすべな手触りにす
る大豆ミルクパウダーと新鮮なイチゴピューレ
をたくさん配合しています。バニラアブソ
リュートとワイルドオレンジオイルがイチゴの
甘酸っぱいスイートな香りを演出しています。

¥500

(税込)/ 25ｇ

フレッシュラズベリージュースとアーモンドミ
ルクが清潔にお肌を洗い上げるソープです。
ジューシーなタバナオイルがソープになめら
かさを与え、お肌に優しくなじみます。ベビー
パウダーを思わせる優しく上品なバニラと
ローズウッドの香りが添えられ、甘くフルー
ティな香りが洗った後もお肌に香水のように
まとっているので、いつまでも優しい気分で
いられそう。

¥1,300 (税込)/ 100ｇ

とってもスイートで優しいクマさんの形をした
ハンドメイドのマッサージバー。アガベシロップ
とヴィーガンダークチョコレートがお肌を潤し、
トンカとバニラの心地良くスイートな香りに包
まれていると、濃密でたっぷり潤いを保つアー
モンドとフェアトレードカカオバターが全身を
そっとハグします。スパイシーに香るグローブ
が身体を温め、フェアトレードシアバターが肌
をしっかりと潤してくれます。

¥1,140 (税込)/ 55ｇ
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マンマ シャワースクラブ
（シャワースクラブ）
お肌を明るくしてくれるクリーミーなシャワー
スクラブは、一日中あなたに輝きを与えてく
れます。天然の洗浄力をもつピンクのグレー
プフルーツとヒマラヤンシーソルトをブレンド。
マイクロプラスチックではない天然ソルトのス
クラブなので、安心してお使いいただけます。
ベルガモット、ローズウッド、バニラアブソ
リュートの香りはベビーパウダーを思わせ、
心地よくリラックスさせてくれます。

¥1,900 (税込)/ 300ｇ
¥3,400 （税込）/600ｇ

Knot Wrap / ギフトラッピング
Knot Wrapは、日本で古来から伝統的に使われている風呂敷にインスピレーションを受けて誕生しました。バスボム、ボディロー
ション、ソープ、バブルバーなど何でも好きな物をラッピングしましょう。リユースできるギフトラッピングとしても、美しいスカーフと
しても大活躍。生活のちょっとしたニーズに多様に応えてくれます。ペットボトルからリサイクルされた再生ペット素材やインドの女
性の就労を支援する団体RE-WRAPでつくられたオーガニックコットン100%素材など、エシカルな素材にもこだわりました。贈る相
手にぴったりのアイテムを選んで包めば、世界にたったひとつのオリジナルギフトの出来上がり。

フローラル カレイドスコープ ノットラップ
（50ｃｍ×50ｃｍ）
大切な人が重ねる毎日にささやかな彩りを添えるサイケデ
リックなデザイン。ギフトのラッピングとしてもヘッドスカーフと
しても素敵な存在感を示してくれます。ペットボトルからリサイ
クルした素材で作られています。

¥450

(税込)

マザーネイチャー ノットラップ
（70ｃｍ×70ｃｍ）
四季を司る4姉妹の女神を描いたパステルカラーのKnot Wrap
（風呂敷）で母なる大地に訪れた春をお祝いしましょう。イギリス
を拠点に活動するイラストレーターMegan Reddiが70年代のリバ
ティ百貨店で母親が購入した大胆で優美な柄のファブリックから
インスピレーションを得てデザインしました。ペットボトルからリサ
イクルした素材で作られています。

¥650

(税込)
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フリー アズ ア バード ノットラップ

ザ バタフライ エフェクト ノットラップ

（70ｃｍ×70ｃｍ）

（70ｃｍ×70ｃｍ）

赤く染まる空を堂々と高く舞い上がる鳥たちはあなたの愛する
人を喜びでいっぱいにしてくれるでしょう。ペットボトルからリサ
イクルされた素材で作られています。このデザインは
『ARTHOUSE Unlimited』によって特別にデザインされました。

キャンバスに色を爆発させたような大胆でビビッドなデザインは、
70年代に流行したタイダイ染めのTシャツを彷彿とさせるでしょう。
あなたのスタイリッシュなセンスで選んだアイテムを、このオーガ
ニックコットンで作られたKnot Wrap（風呂敷）で包んで大切な人
をドキドキさせましょう。

¥650

¥650

(税込)

(税込)

マーガレット プラカタン ノットラップ
（70ｃｍ×70ｃｍ）
声高らかに歌うのが好きな人も、フラワープリントをこよなく愛する
人も、この鮮やかなKnot Wrap（風呂敷）をきっと気に入ってくれる
はず。デイジーを散りばめた華やいだデザインは、大切な人に贈
るギフトを言葉では言い表せなほど美しく彩ってくれるでしょう。
ペットボトルからリサイクルされた素材で作られています。

¥650

(税込)

■ARTHOUSE UnlimitedによるデザインのKnot Wrap
イギリスを拠点に置く社会的企業で、複合発生型てんかん、学習や身体的な障がいなどで日常生活が困難な大人たちが持ち豊かな芸術の才能を
世界へと発信しています。魅力あふれるアートワークを通して、社会からの偏見に変化をもたらし、将来的には様々なプロジェクトを展開することで
得る企業収益100％を再投資してより多くのアーティストが活躍する機会を作り出したいと考えています。ARTHOUSE Unlimitedで活躍するアーティス
トの作品はイギリス中の130以上の販売代理店で取引をされています。
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